
社会科（地理分野）学習指導案 

日 時 平成２５年１０月１９日（金） 

場 所 恵庭市立恵北中学校 ２年   

指導者 高間 賢二（プロジェクト）  

１、単元名 第２編 日本のさまざまな地域  第１章 日本のすがた 

      ２ 日本の領域の特色をみてみよう 「北方領土問題」 

 

２、単元観 

   本単元は、学習指導要領における地理分野「日本の地域構成」にあたる部分である。地球

儀や地図を活用して、世界的な視野から国土の位置や領域の特色を理解したり、他国との時

差を調べたり、都道府県などの着目して様々に地域区分できることをとらえたりする学習を

通して、国土の地域構成をおおまかにとらえさせることをねらいとしている。中でも領域に

関わる北方領土問題について、日本の固有の領土として位置や範囲の確認することや、現在

ロシアに不当に占拠されており、返還を求めているなど的確に扱う必要があるとしている。 

   現在の「北方領土問題」は第二次世界大戦後に発生したもので、戦後処理がしっかりとな

されないまま、六十年以上も両国間で互いに譲らぬ議論を続け、膠着状態に陥っているとい

う状況がある。この間、経済協力や平和条約の締結に向けての議論とともに両国共に政治的

リーダーを変えながら確実に問題解決に向けた議論を進めてきた経緯もあるが、近年プーチ

ン大統領の国後島訪問や麻生太郎元総理の「ロシアの不法占拠」という発言により、以前よ

りも解決困難な問題となってきている感がある。 

   日本における政府見解や国民世論の多くは四島一括返還論である。しかし、北海道大学や

北海道新聞が 2005 年に実施した元島民や根室市民を対象とした調査を見ると２島（歯舞・

色丹）先行返還への理解も示す割合が多くなってきているようだ。この考えは当然、国後択

捉を放棄するという意味ではなく、継続交渉として進めるというオプションをつけながら状

況の打開を図りたいという願いが込められていると思う。日本で第二次安倍政権が発足し、

ロシアのプーチン体制が安定してきた今、北方領土問題は加速度を増して解決に向かうと考

える人がいる。多様化する国民意識の中で、この時期にこの問題を中学生に投げかける意義

は大きいと考えたため、本来の１単元授業を分割して北方領土に焦点をあてた授業にしたい。 

 

３、研究とのかかわり 

   中心的に扱う現代社会の諸課題は、「北方領土問題」とする。課題設定の理由は上記に記述

した通りとする。課題解決に必要な知識は領域という概念、国家間の歴史的関わりの流れ、

主権国家が関わっていくべき世界平和に向けた国際協調の組織や動きである。ただ、これら

の知識は２年生までにすべて習得するものばかりではないため、公民分野で学習した内容を

受けて振り返っていく手だても必要である。技能については、図表の中から事実を正確に理

解し伝達すること、情報を分析・評価し、論述することを想定している。それらを活用する

学習場面については、アプローチにおける情報提示の際の課題理解の場面、自分なりの解決

方法を資料を論拠として考えをまとめる解決努力の場面を考えている。 

 



  【単元と北方領土（領域）の関わり】 

   （地理的分野）第１編 第 1 章 世界のすがた   ４ 世界の国々と地域区分 

          第２編 第１章 日本のすがた   ２ 日本の領域の特色を見てみよう 

              第３章 日本の諸地域   ７節 北海道地方 

   （歴史的分野）第５章 ２節 明治維新       ５ 近代的な国際関係 

              ３節 日清日露戦争     ３ 日露戦争 

          第７章 １節 戦後日本の発展と国際社会  １ 占領下の日本 ～ 

                           ４ 独立の回復と５５年体制 

   （公民的分野）第５章 １節 国際社会と世界平和  

              ２節 国際問題とわたしたち 

 

４、単元の目標 

   日本の国土の位置及び領域の特色と変化を世界的な視野から多面的・多角的に考察し、日

本の現状を位置と領域の面から大観させる。 

  ①社会的事象への関心・意欲・態度 

    日本の国土に対する関心を高め、日本の位置と領域、都道府県の構成と地域区分を意欲 

的に追究し、日本の地域構成を大まかにとらえようとしている。 

  ②社会的な思考・判断・表現 

    日本の位置と領域の特色を、世界的な視野から多面的・多角的に考察し、領土問題に対

する解決策を簡単な説明文にまとめるなど適切に表現している。 

  ③資料活用の技能 

    日本の領域範囲を、世界地図を活用しながら適切にとらえている 

  ④社会的事象についての知識理解 

    世界的な視野から、日本の領域の特色と変化を理解し、その知識を身につけている。 

 

５、単元の指導計画と目標分析 

 学習内容 関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

１ １、日本の位置を調べよう 

・日本の位置を説明してみよう 

・さまざまな位置に動かした日本 

 ・同緯度・同経度の国や都市、様々な位置に動かした日

本などから日本の位置の特色を、地球儀や世界地図を適

切に活用して考察している。 

・世界的な視野から見た日

本の位置の特色を理解し

ている 

２ ２、日本の領域の特色を見て

みよう 

・日本の広さをみてみよう 

・日本の領域 

・日本の領域や国境を、地

球儀や地図を活用して意

欲的に学習している。 

・日本の領域の特色や領域

をめぐる問題を世界的な

視野から考察している 

  

３ 

本時 

 日本の領土問題 

・北方領土問題 

 ・日露間の領土問題につい

て多面的に考え解決策を

説明することができる 

 日露間の領土策定に関わ

る歴史的流れを理解して

いる。 

４ ３、各国の標準時と日本との  ・なぜ世界各国で標準時が ・標準時・時差の仕組みを理解し、時差を正しく計算し



 

６、本時の学習 

 （１）本時の目標 

    ①日露間の領土問題に対して多面的に考え、解決策を説明することができる。 

    ②日露間の領土策定に関わる歴史的流れを理解する。 

 （２）本時の評価 

    ①日露間の領土問題に対して多面的に考え、解決策を説明することができたか。 

    〈指導の手だて〉 

      視覚的資料を利用しながら、黒板に様々な解決のための糸口がわかるような掲示物

配置を工夫して思考の整理をしやすくする。机間支援を通して助言を行い、キーワー

ドを与えながら働きかけていく。 

    ②日露間の領土策定に関わる歴史的流れを理解していたか。 

     〈指導の手だて〉 

      資料と同内容のプリントを準備し、時系列で変化がわかるように配慮していく。机

間支援を通して指導助言を行っていく。 

 （３）本時の展開 

段階 時間 生徒の活動 教師の支援 本時の評価 

ア 

プ 

ロ 

ー 

チ 

１０ ○北方領土のビデオを見る。 

・北方領土問題について学習

する準備を整える。 

○領域に関わる確認事項を

振り返る。 

○北方領土の語り部事業ビデオを

見せる。（現状・戦時下の様子中心） 

 

○領域に関わる既習事項を整理さ

せる。（領域概念の想起） 

・情報を正

確に理解

するメモ 

課 

題 

解 

５  

 

○北方領土問題を考える観

 

 

○黒板に解決のために考えなけれ

 

時差 

・各国の標準時と時刻 

決められているのか、時差

の計算はどのような時に

役立つかを国際化した生

活場面と関連づけてとら

えている 

ている。 

５ ４、いろいろ見方で都道府県

を見よう 

・都道府県と県庁所在地 

・都道府県や市町村の境界 

・都道府県の境界や現在に

残る昔の地名・旧国名につ

いて、地図や資料を使って

意欲的に調べている 

 ・日本の輪郭・形状の特色

をとらえて、日本の略地図

を描くことができる。 

・都道府県や県庁所在地の

名称と位置を地図上で身

につけている。 

６ ５、日本をいくつかの地域に

分けよう。 

・都道府県をもとに区分する 

・自然や文化をもとに区分する 

 ・日本の地域区分を、様々

な指標によって多面的・多

角的に考察している。 

 ・７地方区分を、地方名も

含めて理解し、その知識を

地図上で身につけている。 

【課題】北方領土問題を解決させる手だてを考え、発表しよう 



決 点を整理する。 

・ワークシートを使い、思考

の方向を確認する。 

ばならない観点を整理する。 

（面積・気候植生・産業の変遷・国

境の変遷・交渉の歩み・現状） 

解 

決 

努 

力 

２５ ○北方領土問題を多角的に

判断できる資料を見たり、説

明を聞いたりして、解決のた

めの手段を考えていく。 

・ワークシートを使って、解

決のための方策を考える。 

・解決の論拠となる事実を選

択する（複数でも可） 

○自分なりに考えた解決策

をプリントに記入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○上記観点の資料提示・説明を行う 

①面積～四島各面積 北海道面積 

②気候植生～雨温図・宮部ライン 

③産業～過去と現在の写真比較 

④国境～４つの図（別掲資料） 

⑤交渉の歩み～歴史年表（日ロ） 

⑥現状～安倍首相とプーチン大統

領の画像 

※机間支援を行い、解決の論拠とな

るものを必ず入れさせる。 

評価① 

評価② 

 

 

 

 

 

 

 

・情報を分

析評価で

きるワー

クシート 

定 

着 

習 

熟 

１０ ○自分なりの解決策を発表

する。（数名） 

・他者の意見を聞き活かす 

○現在の実態を把握する。 

○机間支援で選んだ数名を発表さ

せる。様々な意見が出るよう配慮。 

○現在の返還のための活動や元島

民の意識調査の結果を知らせる。 

（２島先行返還も含めて） 

評価① 

 

７、参考資料（別紙参照） 

 

８、参考文献及びＨＰ 

  「北方領土問題」 岩下 明裕 著  中公新書 

  「北方領土問題」読本  小笠原 信之 著  緑風出版 

  「論説整理 北方領土問題」 石郷岡 建 著  東洋書店 

  「アイヌ・北方領土学習にチャレンジ」  平山 裕人 著  明石書店 

  「ロシアから見た北方領土」  岡田 和裕 著  光人社文庫 

  「北方領土問題を学ぼう」中学生用北方領土学習資料 2013 年度版 社団法人北方領土復帰期成同盟 

   朝日新聞 2013 年４月２３日付 特集記事「北方領土をめぐる日ソ・日ロ史」 

   独立行政法人北方領土対策協議会ＨＰ 北方領土学習教材集 

〈予想される生徒の解答（論拠と解決策）〉 

○歴史的背景から政府主導で四島一括返還を訴えていく。 

○交渉の歩みから、ビザなし渡航など日ロ交流を増やしていく 

 ことで、徐々に返還の経路をつけていく。 

○産業比較から、日本の経済支援を通して企業進出を促すこと

で経済的つながりを強めていく。 

○領域策定の原則から国際社会に訴えていく。   等 



《参考資料例》 

   

 

   

 

   

エトピリカ 白いヒグマ ハマナス 

 


